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司会：小原 百合子 副ＳＡＡ 

ロータリーソング：国歌、奉仕の理想  

ソングリーダー：西部 孝之会員 
 
 

 

◇青少年奉仕フォーラム 

卓話「ロータリーとの関わり」 
 東京池袋西ローターアクトクラブ 

山下 和歌子さん （須藤会員紹介） 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

◇５月例会スケジュール（次々回以降） 
第２１０１回：２１日（月） 

卓話「マスク越しに見たプロ野球」 

   一般社団法人日本野球機構 規則委員           

井野 修様     （佐々木会員紹介） 

第２１０２回：２８日（月）夜間例会 
点鐘18:00～19:30閉会（東武BH） 

「ローターアクトクラフﾞとの合同例会」 

◇５月例会受付当番 

本谷会員、西部会員、仲西会員 
※１２：００までにご来場願います。 

◇５月のお祝いの方々おめでとうございます 

＜会員誕生祝：４名＞ 

齊木会員・佐々木会員・白石会員・小原会員 
 

＜夫人誕生祝：１名＞ 

冨重令夫人 
 

＜結婚記念祝：３組＞ 

安達会員ご夫妻・岩崎会員ご夫妻 

奥野会員ご夫妻 
 

＜皆勤祝：該当会員なし＞ 
 
             

 

司会：仲西 恭一 副ＳＡＡ 

ロータリーソング：四つのテスト  

ソングリーダー：中里 隆重会員 
 
 
 
 
池田 正孝様（東京江戸川中央RC） 

鵜目 啓睦様（RI第2650／草津RC・元 当クラブ会員） 

三上 瑛人君（第54期青少年交換派遣予定学生） 
 
 
 

「地区研修協議会」ホストクラブの東京練馬中央ロータ

リークラブ様よりお礼状を頂きました。ご出席の次年度

委員長各位はありがとうございました。 

 

 

１．「次年度計画書」の原稿提出が未だの方は、明後日

25日までにお願いいたします。  

        第２０９９回例会号 ２０１８年５月７日発行 

 本日のプログラム 

 

 本日の例会／第２０９９回例会（５. ７） 

） 

 

ゲスト・ビジター（３名） 

会長報告 

幹事報告 

  前回の例会／第２０９８回（4. ２３） 

  

 

お知らせ：クラブ内 

次回の例会／第2100回例会（5. 1７ 木曜） 
｢５ ク ラ ブ 合 同 例 会」 

会場／ホテルメトロポリタン ４F「桜の間」 

時間／12：30時点鐘～14：10閉会 

（受付･昼食は11:30～３F｢カシオペア｣ → 4Fへ移動） 

※14日（月）は振替休会です。 
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２．来週は祝日休会となりますので、通常例会は再来週

5月7日です。また、今年度は5月からクールビズOK

となっておりますので、併せてお願いいたします。 

【出席関連】 

①5 月 9 日開催「派遣・来日学生合同オリエンテーショ

ン」に三上君が、同日開催「（在京）次年度青少年交換会

議に須藤会員が出席します。 

②5月10日開催「（新旧）地区青少年奉仕委員会」に平

井会員が出席します。 
 
 
 

◇地区研修協議会報告／次年度委員会 

           （司会：大沼次年度幹事） 
 

地区研修協議会／平成30年4月12日（木） 

於：ハイアットリージェンシー東京  

ホストクラブ：東京練馬中央RC 
 

【会長・幹事部門】西澤次年度会長 

本会議第１部は吉田ガバナーの点鐘により開会、地区役

員の紹介、松坂ガバナーエレクトの地区次年度方針の表

明で終了。その後、各部門ごとに、部門別協議会が開催

されました。 

会長・幹事長部門では、吉田ガバナー、松坂ガバナーエ

レクト、吉田研修リーダーの挨拶に引き続き、荻生田（お

ぎゅうだ）財務委員長から「次年度地区賦課金変更の説

明」がありました。次年度よりガバナー月信がメール配

信となり、購読料がなくなる分720円減額、地区賦課金

が17,000円となります。 

 立法案検討委員会から「審議会はオンラインになって

いるので、積極的に意見を投稿してほしい。地区として

も、より良いロータリーとなるように意見を上程してい

る。」 

根路銘（ねろめ）研修サブリーダーから「クラブ運営の

基本についての講話」がありました。 

増強方法、広報活動の効果、クラブ運営の工夫、新入会

員の教育方法、寄付の実行方法、等について質疑が行わ

れました。 

 最後に、本会議第２部が開かれ、各部門より協議会の

報告があり、下記の主たる目標を確認いたしました。 

・創設以来、進化を続けてきているロータリークラブだ 

が、存在内容を十分に理解している人は多くなく、会 

員であることの恩恵を十分に享受していない。 

・公共イメージを重視し、地域社会から注目してもらう。 

・そのために、ITを活用し、前向きな変化を生み出し、 

創造的な活動をし、会員増強を図って行く。 
 

【会長・幹事部門】大沼次年度幹事 

◎印象に残った言葉 

・3つの目 ①鳥の目 高い所から全体像を把握する。 

      （マクロの目） 

      ②虫の目 低い位置から目を凝らしてじっ 

くり見る。（ミクロの目） 

③魚の目 目には見えない水の流れを身体 

全体で感じる。世の中の変化を読み取る。 

・強み・弱みの分析（SWAT分析） 

  ※自クラブの強み弱みを徹底的にさぐる。 

   内部環境  

         →強みを更に生かす‼ 

   外部環境  

  ※クラブの伝統、誇りを可視化する。 

→ 組織強化につながる。 

・次年度RI会長 バリー・ラシン氏のテーマ 

 “Be The Inspiration” 

  “インスピレーションになろう” 意訳すると 

  「感化し励ます人であれ‼」 

  「みんなの心に火を灯せ‼」 

              の方がわかり易いと思う。 
 

【クラブ奉仕部門】浦野次年度委員長 

１．2018-19年度 RID2580クラブ奉仕委員会目標 

①RLIへの参加推進 

②My Rotaryの登録推進(とくに会員詳細の充実)  

～クラブの現状を知る 

③地区Facebookの有効活用 

④クラブ研修の充実 

⑤「奉仕活動情報交換委員会」(仮称)の開催 

地区ロータリー財団委員会+5大奉仕との共催 

⑥分区別会長・クラブ奉仕委員長会議の開催 

２．RID2580 ロータリークイズの配布・活用 

３．卓話者リストの更新 
 

【職業奉仕部門】西部次年度委員長（次年度幹事代読） 

職業奉仕はロータリーの核心であり、世界中の地域社会

で奉仕を行う土台となるものである。 

職業とそのスキルの重要性を認識するロータリーには、

多様な職業や経験を持つ会員がおり、地域社会の様々な

職業、ビジネス、団体とのつながりを生かした活動が実

践されています。会員には、職業スキルを奉仕に生かし、

自らの職業をクラブで代表するとともに、職場において

もロータリーの理念を実践する責務があります。 

実践的な方法として 

・例会にて、各会員が自分の職業について話し、互いの

職業について学びあう 

プログラム 
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・地域社会での奉仕プロジェクトで職業スキルを生かす。 

・高潔さを重んじて仕事に取組み、言動を通じて模範を

示すことで倫理的な行動を周囲に促す。 

・若者のキャリア目標を支援する。 

・専門能力の開発を推奨し、指導する。 

以上のようなことが挙げられました。参考にしながら当

クラブでも取り組んでいきたいと考えております。 
 

【社会奉仕部門】田口次年度委員長 

「行動する社会奉仕」委員会活動を通してロータリアン

に育っていこう！をキーワードに、地域の実情をリサー

チし、必要とされるニーズを把握し、関係機関や地元の

皆様と連携しながら地域社会への貢献を具体的に実践し

ます。ロータリークラブは、地元に根差して活動してい

ます。ロータリアンは、親睦や奉仕活動を通じて視野を

広げ会員同士の友情や地域社会との絆を培っています。 

ロータリークラブは同じ基本理念と価値観を掲げていま

すが、それぞれに個性があり、地元独自のニーズに基づ

いて社会奉仕活動を行います。 

社会奉仕の活動事例 

１）「西東京市立小学校児童版画作品展」の開催 

（東京田無RC）第10回の開催となった今年も、多くの

児童、保護者、市民の皆様に御来場頂いた。 

２）「てぃーだこども食堂」への耐久備品の寄贈 

（那覇RC）ノートパソコン2台、冷凍庫1台、冷蔵庫

1台、電子レンジ1台、炊飯器2台以上寄贈 

希望の風奨学金について（希望の風奨学金支援委員会） 

支給対象者：東日本大震災で保護者を亡くした災害遺児

で大学生（短大生を含む）または専門学校生であること。 

対象者に対して卒業までの最短月数毎月額5万円（返済

不要）を支給する。 

※2033年3月までの資金にまだ2億3千万円（2017

年7月時点）不足している。是非とも会員の皆様の寄付

をお願いしたい。 
 

【青少年奉仕部門】佐々木次年度委員長 

青少年奉仕はインターアクト、ローターアクト、青少年

交換、職場体験・就業体験等を活発に後押しをして、ロ

ータリーの公共のイメージアップに直接つながる、重要

な事業で有ります。 

また、次年度から RYLA 青少年指導者養成プログラム

（14歳から30歳までの若者を対象にスキルと人格を養

い、奉仕と高い道徳的基準や価値観学ぶ）も活動してい

くことになりました。委員会にRYLA委員会が加わりま

す。今年度RYLAのテーマは「心にふれ合う」です。 

当クラブもWAKUWAKU子どもネットワーク等も応援

しつつ、次世代のリーダー発掘に努めていきたいです。 

【国際奉仕部門】仲西次年度委員長 

１．国際奉仕委員会：地区国際奉仕委員会の方針につい 

て説明 

２．国際大会参加推進委員会：次年度の国際大会はハン 

ブルグ（2019年6月）で開催 

（当地区からの参加目標150人） 

３．日台親善委員会：次回の親善会議は2020年3月に 

博多にて開催予定 

（姉妹クラブ、友好クラブの締結推進） 

４．バギオ基金支援委員会：宅話、担当者設置依頼 

５．海外との友好・姉妹提携、グローバル補助金事業 

（東京新都心RC：ネパール井戸掘り事業例の紹介） 
 

【ロータリー財団部門】奥野次年度委員長 

１．水野財団委員長の挨拶の後配布パンフレットで財団 

の説明がありました。 

５大奉仕の一番地は“職業奉仕”社会の役に立つ奉仕。 

奉仕には  

①身体を動かし汗を流す奉仕 

②奉仕プログラムの財源を寄付→  ロータリー財団 

寄付総額は16-17年度で総額300億円を達成 

寄付内容  

①年次基金                  前年度140億 

②ポリオプラス基金              同 38億 

③ポリオプラス基金（ゲイツ財団） 同 70億 

④恒久基金                       同 28億 

⑤その他                         同 28億 

寄付金でバタフライ効果 僻地で井戸の建設  

子供たちへの教育 → 医者や先生に､､､ 

小さな商売が始まる → 家族を養い雇用機会が増える 

財団プログラム 

①ポリオ撲滅  

②ロータリーフェロー平和シップ  

③補助金プログラム 

２．ポリオ撲滅  地区委員長 

ポリオのない世界に向けたカウントダウン 

1988年 流行国128国 35万人  

→ 2017年 流行国3カ国 22人 

ポリオ撲滅活動の発祥は東京麹町RC 山田、 峰 両氏 

３．ロータリー平和フェローシップ  地区委員長 

  世界各地で平和の推進者となる人材を育てる為の奨学

金制度 ロータリー平和センター 

  プログラムは長期と短期の２種 センターは世界に6 

カ国  日本では長期でＩＣＵが受け入れ  

ＩＣＵ 1期～16期で 138名が学ぶ 

４．補助金管理セミナー 地区委員長 

  活用実績 64／69クラブ 93％ 
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  活用目的の第一は 活動コンセプトの明確化 

→ 弱者救済・クラブ主体の活動 

  補助金額：40 → 60万に増額 クラブ負担は20％ 

  補助金の説明 地区補助金・グローバル補助金 

５．財団寄付のお願い 須藤地区資金推進委員長 

  年次基金しか寄付していないクラブが多い 

税制上の優遇処置 

次年度地区寄付方針２３０＄ 年次基金、恒久基金、ポ

リオ基金､ 平和センター バランスよく 
 

【米山奨学部門】小原次年度委員長 

１．次年度米山奨学委員長 比留間 孝司さん 挨拶 

２．米山学友による卓話 ｛世界の声に耳を傾け｝  

李海さん（香港衛星放送東京支局長） 

３．対論  米山学友（李 海さん）VS 次年度米山奨 

学委員長 

     「米山奨学生だから学べたこと  

米山学友だから挑戦できたこと」 

４．年度事業計画報告 
 

【クラブ研修リーダー部門】冨重次年度委員長 

①RIの現状と動き               

・RLI（ロータリー・リーダーシップ研究会）について 

②地区の現状と動き 

・規定審議会について、その他 

③以下のテーマについてのグループディスカッション 

■戦略計画 

・各クラブの現状認識、各クラブの強みと弱み 

・将来のビジョン、目標達成の為の行動計画 

■その他 

・増強方法、広報活動の効果 

・クラブ運営の工夫、新入会員の教育方法 

・寄付の実行方法 

結論 

・各クラブの悩み：会員減少、世代間ギャップなど 

・増強策：JC、法人会等の方々をオープン例会に招き、

終了後食事会開催。それを数回繰り返してロータリー

の魅力を伝えて行く。 

・浅川パストガバナーより 

 例会以上にインフォーマルミーティングを大事にした 

ほうが良い。 

地域の重鎮の方々と飲みながら本音で語る。人間的な 

繋がりをつくる。 

ロータリーのバッチがあれば世界中どこの国に行って

も歓迎される。 

このロータリーメリットを大事に。 

東京ロータリーにメーキャップに行こう。 

 
 
 

会員数 出 席 欠 席 出席率 
3/26 

修正出席率 

33 27 6 81.81％  87.50％ 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 地区委員会等 報告 
 

4/25(水)「2018学年度米山奨学生・カウンセラー 

オリエンテーション」に郭さんと小原カウンセラーが出

席しました。 

 

 
去る4/24(火)に開催「５クラブ親善ゴルフ大会」（日本

カントリークラブ／東京板橋RCホスト）におきまして、

個人では当クラブの恩田裕城さんが優勝、団体では２位

となりました。ご参加の皆様、ありがとうございました。 

（来年は当クラブがホストです。） 

 

 
 
 
◇ＲＩよりロータリーレートのお知らせ 

５月：１ドル＝１０８円 

 

 

出席報告4. 23 

） 

 ９) 

＜ニコニコボックス＞ 

◇東京江戸川中央RC 池田正孝様：本日お世話になります。 

城西インターアクトクラブとの仲立ちをお願いに参りました。 

◇佐藤(進)会員：皆様にいつも御利用頂いて雄おります。 

ありがとうございます。  

◇平井会員：①4 月 15 日、22 日と 2 週続けて、青少年奉仕

でお付き合いのあった若い方々と、自宅BBQを開きました。 

 合計30名ほどの方々（21才～40才）が集まって、楽しい 

時間を過ごすことができました。 

②インターアクトクラブ顧問教師会で、城西高校新任の佐藤 

先生と懇親を深めることができました。 
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お知らせ：クラブ外 

  

         原稿提出のお願い 

 次年度計画書の原稿は4月25日が 

締切りです。 

提出が未だの委員長は、至急お願い 

いたします。 

 


